♪「まちがえやすい漢字」②
漢字の読み方には音と訓があり、意味の違う言葉を、同じ音で
読むものを「同音異義語」、同じ訓で読むものを「同訓異義語」と
いいます。 ２回目は『同訓異義語』編です。
□おもな同訓異義語□

http: //w ww . s aw ay aka- m ai l . c om

おりる ◆下りる…上から下へ移る⇨ （例） 坂を下りる
◆降りる…乗り物から外に出る⇨ （例） バスを降りる
かえる ◆替える…ある物を除いて他の物を持ってくる⇨ （例） 入れ替える
◆変える…別の物にする⇨ （例） 形を変える
きく ◆聞く…音や声を耳で感じる⇨ （例） 話を聞く
◆聴く…注意して耳で感じ取る⇨ （例） 音楽を聴く
そう ◆沿う…ものから離れずに進む⇨ （例） 川沿いの家
◆添う…目的にかなう⇨ （例） 連れ添う
たつ ◆断つ…続いている状態を切る⇨ （例） 道路を断つ
◆絶つ…つながりを終わらせる⇨ （例） 消息を絶つ
のばす ◆伸ばす…まっすぐに長くする⇨ （例） 背筋を伸ばす
◆延ばす…時間を長くする⇨ （例） 日程を延ばす
のぼる ◆上る…上の方へ行く⇨ （例） 屋根に上る
◆登る…よじのぼる⇨ （例） 木に登る
はやい ◆早い…ある時間より前である⇨ （例） 気が早い
◆速い…動きが急である⇨ （例） テンポが速い
まわり ◆回り…まわること⇨ （例） 身の回り・回り道
◆周り…ふちや表面にそった所⇨ （例） 池の周り
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『街のたより』 第14５回
今回は朝日新聞のご愛読者様でもあり、
セレクトショップミニクルにご家族ぐるみで
ご来店いただいているとってもチャーミン
グなお客様から発信される興味深いプロ
ジェクトについてご紹介いたします。

《To2Bag プロジェクト》
〜To Bangladesh To Japan〜
＊ 学生団体S.A.L. http://salkeio.com/
＊ オンラインショップ https://to2bag.stores.jp/#!/
＊ ホームページ http://to2bag.com/
＊ Gmail tox2bag@gmail.com

WEB
To2Bag HP

オンラインストア

＊Twitter/facebook/instagram は
「To2Bag」で検索！
＊イベント情報やスナップ写真、バン
グラデシュに関する情報まで様々な
ことを発信しています。

こんにちは！ 鶴牧在住の寺崎珠羽です。

ぼくは

スムースチワワの『勇太くん』
（ゆうちゃん/２歳）です。
２年前のゴールデンウィークに
お姉さん犬でもある『はなちゃ
ん』のトリミングに行き『ゆうち
ゃん』に出会いました。 あまり
の可愛さに一目惚れ、以来家
族は４人になりました。
食べること、寝ることが大好き！
何でもかじっちゃうのには困ってます。 （涙） 元気いっぱいの
『ゆうちゃん』は『はなお姉ちゃん』のことが大好き！
でも、お姉ちゃんは…？？？

チ
クラッ
バッグ

♥クラッチバッグとは、持ち手がなく、そのままでも
バッグインバッグとしても使えるおしゃれなバッグです。

※商品のお申込みはミニクルでも受付中です。
TEL 042-306-3296

☆プレゼントコーナー☆
★ 1.「SPACE EXPO 宇宙博 ２０１４」
★ 2.「 第４１ 回 日象展」
★ 3.「山田洋次ミュージアム・寅さん記念館」
★ 4.「ちひろになれる ！ ７つの法則」
★ 5.「祈りの造形展」
★ 6.「円谷英二 特撮の軌跡展」
★ 7.「 巴里を いのちを 謳歌しよう」
★ 8.「玉堂美術館」
★ 9.「その時の出逢いが」
★10.「極楽湯」 ８店舗共通（※土・日・祝日もご利用可）
★11.「 横浜動物園 ズーラシア」
★12.「こどもの国」

7/19〜8/8 ………… 5組様

幕張メッセ
国立新美術館

7/ 7まで ………… 5組様

２館共通ご招待券

7/31まで ………… 5組様

ちひろ美術館・東京

8/ 3まで ………… 5組様

五島美術館

8/ 3まで ………… 5組様

横浜髙島屋ギャラリー 7/３０〜8/11 ………… １０組様
松岡美術館

8/29まで ………… 5組様

入館ご招待券

8/31まで ………… 5組様

相田みつを美術館

9/ 7まで ………… 5組様

入館ご招待券

9/３０まで ………… １０組様

ペアご招待券

8/31まで ………… 5名様

入園券 (4枚１組)

12/30まで ………… 5組様

★13.《東京ヤクルト VS 中日》 神宮球場 ８/ １ （金）・２（土）・３（日） 18：00試合開始（共通チケット） ………
★14.《東京ヤクルト VS 阪神》 神宮球場 ８/５（火）・６（水）・７（木） 18：00試合開始（共通チケット） ………
★15.【ＦＣ東京 VS ベガルタ仙台】 味の素スタジアム 7/２７（日） １８：３０キックオフ ……………………
★16.【ＦＣ町田ゼルビア VS Jリーグ・アンダー２２選抜】 町田市立陸上競技場 ７/２７（日）1７:00キックオフ …
★17.《２０１４全国高等学校野球大会》
一本杉球場ほか ……………………………………………

《応募方法》

はがきに、点線で切ってお送り下さい。

プレゼント応募用紙
第1希望

第2希望

★NO.(

) ★NO.(

１ 枚希望

１ 枚希望

第3希望
) ★NO.(

)

１ 枚希望

おつ きゆ きえ さん によ る
『宮 澤賢 治朗 読の 会』
まだ間に合います！
おはなしの出前を届けてくれる
『おつきゆきえさん』による“大人のための朗読会”です。
１２月に開催した“大人のための絵本の会”も大好評でした。
初めての方もぜひご参加下さい。
＊ 日

時

＊ 申込締切
＊ 場

所

＊ 参 加 費

お名前

様

TEL

７ 月 １ 2 日（土） １７：００開演（朗読時間約 １ 時間）
定員になり次第、締め切らせていただきます。
セレクトショップＭiｎｉｃｒｅｗ ２Fフリースペース
おひとりさま ￥１０００のところ ￥５００で…

（当店読者以外の方は１０００円となります。 ご了承下さい。）
＊ ご希望のお客様は ＦＡＸ・お葉書・ＨＰからお申し込み下さい。

申込先
〠206-0033

★「アサウェブタマ」で検索 ！ ★

多摩市

多摩市落合1-20-10 ASA多摩センター店内
『宮澤賢治朗読の会』係

＊応募締切り
ハガキ：６ 月30日 （月） 必着
ＦＡＸ＆パソコン・携帯電話：６ 月30日 （月） 正午まで
＊応募多数の場合は抽選となります。
＊チケット１組は２枚です。 １枚のみをご希望の方は１枚
希望チェックボックスに
レ をお願いします。

フリーFAX 0800-800-3154

http://www.sawayaka-mail.com

当選はプレゼントの発送をもってかえさせて頂きます。

区
（↑おわかりになる場合のみ お願いします）

当店へのメッセージ

■応募用紙に記入し、ＦＡＸ又はハガキで下記宛に
お申し込み下さい。
■パソコン・携帯電話（ 一部ご利用になれない機種があり
ますのでご了承下さい。) からはWeb会員に登録の上、
お申込み下さい。
新規登録の方は、おトクなクーポン情報満載！
にアクセス！

チャットボード

http://www.sawayaka-mail.com/

ご住所

お客様 照会番号

5組様
5組様
5組様
5組様
5組様

私は慶応義塾大学公認団体である学生団体『S.A.L.』に所属しています。
『S.A.L.』は毎年春と夏に自分が興味ある国を訪れ、色々な媒体を通して国
際問題を発信しています。
『S.A.L.』にはフリーマガジンやドキュメンタリー制作、写真展やイベント
開催など様々なプロジェクトがあり、私はその中の『To2Bag プロジェク
ト』に参加しています。
『To2Bag プロジェクト』では、私たちがデザインしたバッグをバングラデ
シュの工場で作ってもらい、日本で販売をしています。 バングラデシュは
アジア最貧国として知られており、そんなバングラデシュは、安くて豊富な
労働力で注目を集め、縫製大国となりました。 しかし多くの工場の労働環境
は劣悪で、長時間の過酷な労働に対して適正な賃金が労働者に支払われて
いないのです。 この問題を多くの人に伝えたい、私たちには何ができるだ
ろうか？ そこから生まれたのが『To2Bag プロジェクト』です。 社会問題
をビジネスの中で解決していく手法「ソーシャルビジネス」を通して、私た
ちはより多くの学生にバングラデシュや、“見て見ぬふりのできない労働
環境”について、またソーシャルビジネスについて伝えていきます。
私たちは実際バッグを作ってもらう工場を訪れ、劣悪な労働環境ではない
ことをメンバー自身の目で確かめ、私たちTo2Bagメンバーには利益の出
ない価格設定でバッグを日本で販売しています。 このような問題に関心
のない人たちにも、バッグを“カワイイ！”と思って手に取ってもらい、興味
を持ってもらえたら…と願いながら、バッグのデザインを考えたり、イベ
ントを開催したりしています。
現在はクラッチバッグの販売を行っております。 クラッチバッグはA４
サイズのファイルも楽々入る大きさで、中にクッションが入っているので
パソコンケースとしてもお使いいただけます。 デザインもシンプルなの
で、アレンジも自由です。 メンバーからの直接販売（１０００円）と、オンライ
ンショップ（１４００円）で販売をしています。
オンライン販売では送料がかかるため1400円なのですが、ミニコミ紙や
フライヤーをご覧になって予約していただき、『ミニクル』で受け取っていた
だける方には１０００円で販売させていただきます。
『ミニクル』に商品見本もありますので、
ぜひお手にとってご覧ください♪

〠 206-0033
お問合せ
お申込み先

多摩市落合1-20-10
ＡＳＡ多摩センター

大好評！
第７０回

バスツアー

祝！世界遺産登録！
身延山宿坊での昼食 身延山のしだれ桜

富岡製糸場と横川鉄道文化村
■旅行期日：７月２５日（金）
■旅行代金：大人 ８４００円／子供 ７８５０円（昼食代含）
◆本日（６/ 25）、新聞チラシが折込まれていますのでご覧下さい。

フリーダイヤル 0120-165-211

フリー FAX0800-800-3154
対応機種をお持ちの方は、右のバー
コードをお使いください。カメラで
読み取るだけで簡単アクセス！

発行所

（読取方法は、各機種により異なります）

発行部数12000部

◆ＡＳＡ多摩センター

◆ＡＳＡニュータウン永山

多摩市落合1-20-10
フリーダイヤル 0120-165-211
フリーFAX0800-800-3154

多摩市永山2-19-1
フリーダイヤル 0120-163-411
フリーFAX0800-800-1531

